
公式成績表

女子 1.4 km スプリント クラシカル 予選

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20 開始時間 09:30 終了時間 09:41

 技術代表 高木 良男 SAJ  コース名 SP-L(1.4Km) 
 技術代表アシスタント 市川 昭 SAN  標高差 19m 
 競技委員長 下澤 弘嘉 HSC  極限登高標高差 19m 

 合計登高 38m 
 全長 1.4Km 
 周回数 1 
 コース公認No SAJ26-CC-41/97 

1 122 01302137 半藤 成実 早稲田大学 学連 4:08.25 0.00 0.00 予選通過
2 126 01302097 大塚 裕華 國學院大學雪友会 長野 4:08.35 +0.10 0.48 予選通過
3 125 01303043 望月 郁 中野立志館高校 長野 4:13.51 +5.26 25.43 予選通過
4 121 01302705 栗田 渚 飯山高校 長野 4:15.16 +6.91 33.40 予選通過
5 129 01303917 唐木 永乃 飯山高校 長野 4:21.79 +13.54 65.45 予選通過
6 138 01304292 渡辺 愛珠 飯山北高校 長野 4:27.61 +19.36 93.58 予選通過
7 127 01303651 渡邉 祐佳 飯山高校 長野 4:27.65 +19.40 93.78 予選通過
8 139 01303915 田川 綺菜 上田染谷丘高校 長野 4:31.75 +23.50 113.60 予選通過
9 136 01302707 青木 愛莉 飯山北高校 長野 4:31.76 +23.51 113.64 予選通過

10 131 01302762 奥村 彩花 八海高校 新潟 4:31.84 +23.59 114.03 予選通過
11 128 01303644 篠﨑 夏実 白馬高校 長野 4:34.14 +25.89 125.15 予選通過
12 141 01303913 菊本 華彩季 白馬高校 長野 4:35.75 +27.50 132.93 予選通過
13 132 01303040 丸山 さくら 中野立志館高校 長野 4:35.76 +27.51 132.98 予選通過
14 124 01303823 吉越 知恵美 中野立志館高校 長野 4:38.53 +30.28 146.37 予選通過
15 130 01303655 関 真莉奈 中野立志館高校 長野 4:46.59 +38.34 185.33 予選通過
16 135 01303654 小林 結花 飯山北高校 長野 4:47.94 +39.69 191.85 予選通過
17 134 01303039 佐藤 結衣 中野立志館高校 長野 4:55.17 +46.92 226.80 予選不通過
18 133 01303648 菅野 萌子 飯山北高校 長野 4:56.84 +48.59 234.88 予選不通過
19 140 01303408 長谷川 遥加 八海高校 新潟 5:06.49 +58.24 281.52 予選不通過
20 123 01303042 糸乗 えりか 中野立志館高校 長野 5:15.81 +1:07.56 326.57 予選不通過

137 01303038 滝沢 こずえ 飯山高校 長野 DS 予選不通過

雪温 気温
00:00
09:30  晴れ  ハード -7℃ -5℃ 80％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
21 20 0 0 1 0

技術代表 セクレタリー

高木 良男 田中 洋介
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ジュリー コース データ
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コード

名前 所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差
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ﾎﾟｲﾝﾄ

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速

第 80 回長野県スキー選手権大会
(クロスカントリー競技・スプリント種目）

第 36 回長野県スキー大会週間

白
馬
村
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

( 公財）全日本スキー連盟 B級公認



ペナルティリスト

女子 1.4 km スプリント クラシカル 予選

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20 開始時間 09:30 終了時間 09:41

1 122 01302137 半藤 成実 早稲田大学 学連 6.26 6.26

2 126 01302097 大塚 裕華 國學院大學雪友会 長野 24.60 24.60

3 125 01303043 望月 郁 中野立志館高校 長野 80.02 -

4 121 01302705 栗田 渚 飯山高校 長野 64.30 64.30

5 129 01303917 唐木 永乃 飯山高校 長野 165.76 -

合　計 95.16

95.16 / 3.75 ＝ 25.38

ミニマムペナルティ 0.00

レースペナルティ 25.38
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所属名 都道府県
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第 80 回長野県スキー選手権大会
(クロスカントリー競技・スプリント種目）

第 36 回長野県スキー大会週間

白
馬
村
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

( 公財）全日本スキー連盟 B級公認



対戦リスト

女子 1.4 km スプリント クラシカル

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20

101 半藤 成実 早稲田大学
108 田川 綺菜 上田染谷丘高校
109 青木 愛莉 飯山北高校
116 小林 結花 飯山北高校

101 半藤 成実 早稲田大学
104 栗田 渚 飯山高校
105 唐木 永乃 飯山高校 101 半藤 成実 早稲田大学

104 栗田 渚 飯山高校 108 田川 綺菜 上田染谷丘高校 102 大塚 裕華 國學院大學雪友会
105 唐木 永乃 飯山高校 103 望月 郁 中野立志館高校
112 菊本 華彩季 白馬高校 104 栗田 渚 飯山高校
113 丸山 さくら 中野立志館高校

102 大塚 裕華 國學院大學雪友会
107 渡邉 祐佳 飯山高校 107 渡邉 祐佳 飯山高校
110 奥村 彩花 八海高校 105 唐木 永乃 飯山高校
115 関 真莉奈 中野立志館高校 106 渡辺 愛珠 飯山北高校

102 大塚 裕華 國學院大學雪友会 108 田川 綺菜 上田染谷丘高校
103 望月 郁 中野立志館高校
106 渡辺 愛珠 飯山北高校

106 渡辺 愛珠 飯山北高校 107 渡邉 祐佳 飯山高校
103 望月 郁 中野立志館高校
114 吉越 知恵美 中野立志館高校
111 篠﨑 夏実 白馬高校
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第 80 回長野県スキー選手権大会
(クロスカントリー競技・スプリント種目）
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( 公財）全日本スキー連盟 B級公認



公式成績表

女子 1.4 km スプリント クラシカル

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20 開始時間 09:30 終了時間 12:05

 技術代表 高木 良男 SAJ  コース名 SP-L(1.4Km) 
 技術代表アシスタント 市川 昭 SAN  標高差 19m 
 競技委員長 下澤 弘嘉 HSC  極限登高標高差 19m 

 合計登高 38m 
 全長 1.4Km 
 周回数 1 
 コース公認No SAJ26-CC-41/97 

1 101 決勝 A 01302137 半藤 成実 早稲田大学 学連
2 102 決勝 A 01302097 大塚 裕華 國學院大學雪友会 長野
3 103 決勝 A 01303043 望月 郁 中野立志館高校 長野
4 104 決勝 A 01302705 栗田 渚 飯山高校 長野

5 107 決勝 B 01303651 渡邉 祐佳 飯山高校 長野
6 105 決勝 B 01303917 唐木 永乃 飯山高校 長野
7 106 決勝 B 01304292 渡辺 愛珠 飯山北高校 長野
8 108 決勝 B 01303915 田川 綺菜 上田染谷丘高校 長野

9 109 準々決勝 01302707 青木 愛莉 飯山北高校 長野
10 110 準々決勝 01302762 奥村 彩花 八海高校 新潟
11 112 準々決勝 01303913 菊本 華彩季 白馬高校 長野
12 114 準々決勝 01303823 吉越 知恵美 中野立志館高校 長野
13 111 準々決勝 01303644 篠﨑 夏実 白馬高校 長野
14 113 準々決勝 01303040 丸山 さくら 中野立志館高校 長野
15 115 準々決勝 01303655 関 真莉奈 中野立志館高校 長野
16 116 準々決勝 01303654 小林 結花 飯山北高校 長野

17 予選 01303039 佐藤 結衣 中野立志館高校 長野
18 予選 01303648 菅野 萌子 飯山北高校 長野
19 予選 01303408 長谷川 遥加 八海高校 新潟
20 予選 01303042 糸乗 えりか 中野立志館高校 長野

予選 01303038 滝沢 こずえ 飯山高校 長野 DS

雪温 気温
00:00
09:30  晴れ  ハード -7℃ -5℃ 80％ 無風
10:30  曇り  ハード -6℃ -1℃ 76％ 無風
11:30  曇り  ハード -5℃ -1℃ 65％ 無風
11:30  曇り  ハード -5℃ -1℃ 65％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
21 20 0 0 1 0

技術代表 セクレタリー

高木 良男 田中 洋介
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度
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名前 所属名 都道府県 備考

第 80 回長野県スキー選手権大会
(クロスカントリー競技・スプリント種目）

第 36 回長野県スキー大会週間

白
馬
村
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ャ
ラ
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ー

( 公財）全日本スキー連盟 B級公認


